
第92回関東オープンテニス選手権大会(男子:150万円/J1-8,女子:100万円/J1-7)
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選手登録番

号 St. 所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

F10211 WC 福島工業 清水 千夏 [1]

1 F10147  伊予銀行 長谷川 茉美 清水 千夏 [1]

    長谷川 茉美

2    Bye  山口 真琴

F10244  亜細亜大学 山口 真琴  楚南 美波

3 F50542  亜細亜大学 楚南 美波 山口 真琴 7-6(6) 1-6 [10-5]

F50212 WC 東海大学 加藤 美怜 楚南 美波  

4 F50947  VOX 吉田 麻美 7-5 6-7(3) [10-1] 尾関 彩花 [6]

     長船 香菜子

5    Bye 板谷 里音 7-5 3-6 [10-0]

F50520  日本大学 板谷 里音 柿澤 明里  

6 F50657  日本大学 柿澤 明里  尾関 彩花 [6]

     長船 香菜子

7    Bye 尾関 彩花 [6] 6-2 6-2

F11560  テニスユニバース 尾関 彩花 [6] 長船 香菜子  

8 F10830  テニスユニバース 長船 香菜子  尾関 彩花 [6]

F09757  プロ・フリー 古屋 美智留 [4]  長船 香菜子

9 F11015  PLUS LIST 森本 凪咲 古屋 美智留 [4] 3-6 7-6(6) [10-6]

    森本 凪咲  

10    Bye  古屋 美智留 [4]

F52965  高崎テニスクラブ 大橋 愛莉  森本 凪咲

11 F129031  上野山テニススクール 戸塚 美求 久継 沙織 6-3 6-1

F10714  

荏原湘南スポーツセン

ター 久継 沙織 杉原 里沙子  

12 F08531  山の手倶楽部アーリーズ 杉原 里沙子 6-0 6-4 古屋 美智留 [4]

F53489  八潮市テニス協会 山口 涼子  森本 凪咲

13 F129068  東京国際大学 松岡 美空 山口 涼子 1-6 6-0 [10-5]

F50557  ACE International

佐々木 成子 クリスティー

ナ 松岡 美空  

14 F50556  ACE International

佐々木 龍子 アンジェリー

ナ 6-2 6-1 水沼 茉子 [5]

     難波 沙樹子

15    Bye 水沼 茉子 [5] 6-0 6-1

F10297  リコー 水沼 茉子 [5] 難波 沙樹子  

16 F07815  リコー 難波 沙樹子  下地 奈緒 [7]

F50973  早稲田大学 下地 奈緒 [7]  宮村 美紀

17 F04279  プロ・フリー 宮村 美紀 下地 奈緒 [7] 7-5 6-3

    宮村 美紀  

18    Bye  下地 奈緒 [7]

F53365  石井テニスアカデミー 師岡 未来  宮村 美紀

19 F50837  上武大学 松井 南美 伊藤 千奈津 6-0 6-1

F01343  とつかテニスクラブ 伊藤 千奈津 浜中 花梨  

20 F03725  

ひばりヶ丘新豊テニスク

ラブ 浜中 花梨 6-2 6-3 下地 奈緒 [7]

F11456  慶應義塾大学 反田 茉鈴  宮村 美紀

21 F51043  慶應義塾大学 山藤 真帆 芝田 詩歩 6-0 6-2

F50367  山梨学院大学 芝田 詩歩 鈴木 沙也伽  

22 F53538  山梨学院大学 鈴木 沙也伽 6-0 6-1 芝田 詩歩

     鈴木 沙也伽

23    Bye 入江 真子 [3] 6-3 7-5

F08994  リコー 入江 真子 [3] 酒井 渚月子  

24 F11423  リコー 酒井 渚月子  下地 奈緒 [7]

F11668  日本大学 加藤 慧 [8]  宮村 美紀

25 F11398  日本大学 高西 佑里江 加藤 慧 [8] 6-3 2-6 [10-7]

    高西 佑里江  

26    Bye  安部 有紗

F10969  山梨学院大学 安部 有紗  西里 夏子

27 F50866  山梨学院大学 西里 夏子 安部 有紗 1-6 6-4 [10-6]

    西里 夏子  

28    Bye  安部 有紗

F50672  亜細亜大学 南 文乃  西里 夏子

29 F50593  亜細亜大学 松田 美咲 南 文乃 7-5 6-2

F11324  山梨学院大学 原口 沙絵 松田 美咲  

30 F11390  山梨学院大学 石野 碧 6-2 6-1 守屋 友里加 [2]

     寺見 かりん

31    Bye 守屋 友里加 [2] 4-6 6-1 [10-6]

F05887  テニスユニバース 守屋 友里加 [2] 寺見 かりん  

32 F10050  テニスユニバース 寺見 かりん  


